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優良高価材よりの薄板木取においては特に挽材の寸法精度が価値歩止りに大きく影響し，
挽材精度検討の意味が可成り重要視されると思われる。製材品の寸法精度は公称寸法に対す
る実測寸法の過不足，平均寸法に対する偏差の巾，挽き曲りなどにもとづく挽きむらなどの
量によって表わされ，単に歩止りだけにとゞまらず，品質価値に与える影響は大きい。本試
験は薄板（公称板厚４ｍｍ）を挽材する場合に直面ずる問題点の中から挽材精度のうちの寸
法精度をとりあげその発生要因を追求し，現実的に抑制出来る因子についてその内容を明ら
かにしようとした。

供試材及び試験装置
供試材にはアサダを用い切削抵抗，鋸屑の排除等の
挽き曲り原因の影響を少なくするためフリッチ材と
し，挽巾は92ｍｍと小にした。挽材板厚の精度は後述
するオフセットの調整が大きく影響することが明らか
であると考え，板厚さの詞査はオフセットに取付けら
れたライニングの摩損が既に寿命が来ていると考えら
れるオフセットの機能不安定の状態において使用した
場合と，調整整備後に使用せし場合と比較したが現実
に得られる薄板の挽板精度の指針としてはオフセット
の欠陥を調整した後の挽板精度が考えられる。なおそ
の他の影響因子であるヘッドストックの直角度，歯振
り精度等の一般的な条件は調整調査後行った。

先づ送材車は普通使用しているまゝの状態で各３本
のヘッドストックの歩出し量を測定した，それぞれの
位置のバラツキはあまり見られないので一番歩出し機
に近い中央のヘッドストックの位置を測定個所とし
た。又挽材中の測定においても中央のヘッドストック
を測定個所とした，測定開始時におけるヘッドブロッ
クの開きは常に一定量（47cm）とした。
歩出し量は，公称板厚４ｍｍ＋最大アサリ巾２ｍｍ
と比較の意味も加味して公称板厚10ｍｍ＋最大アサリ
巾２ｍｍの2通りとした。ここで言う公称板厚＋最大
アサリ巾の調整は一定位置において拡大目盛盤で数回
歩出しを繰返し，その値が殆んど一定値に落付いた所
に定めた。

本試験に使用した帯鋸盤，送材車は共に昭和35年11
月に製作され，当場製材試験工場には昨年８月に取付
けられた1，220mm自動送材車付帯銀盤である。測定
装置としては，歩出量の測定においてはヘッドストッ
クの後方にダイヤルゲージを置き，歩出しされる毎に
そのダイヤルゲージを読み歩出し量を測定した。板厚
測達においては材の両端より30cmの所と中央部の３
ケ所の巾方向に対して中央位置をダイヤルキヤリパー
（精度１／２０ｍｍ）によって測定した。

試験結果
1）歩出し（セットワークス）の精度
歩出し量の測定にあたって送材車上に材をのせない
場合（無負荷），材をのせた場合（負荷）とに分け，
更に負荷においては，重量の差におけるバラツキを検
討する意味において丸太（約600kg）とフリッチ材
（約200kg）とに分けた。
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第２図は（10＋２）ｍｍ
の無負荷，負荷（600ｋｇ）
のバラツキを示した，無負
荷では（4＋2）ｍｍのバラ
ツキよりいくらかバラツキ
が大となっている。即ち無
負荷の平均値は12．20ｍｍ
標準偏差は0．15ｍｍを示
し，丸太（600ｋｇ）による
負荷をかけた場合，平均値
12．15mm標準偏差0．17mm
を示し（10＋2）ｍｍの歩
出し量における荷重による
差は余りみられなかった。
第1図 歩出し精度（4＋2）mm

第１図に示す如く（４＋２）mmの無負荷における
バラツキは余り大きな値を示していない，約6．1mm

2）挽材板厚の精度（平
均板厚の偏差）
挽材板厚の精度の原因としては，イ）歩出し爪の磨

より6．5mmの間にあり平均値は6．30mm，標準偏差は

耗，ロ）ラックとピニオンの摩耗によるガタ，ハ）オ

0．13mmであった。負荷をかけた場合のバラツキはフ

フセット概能の不安定，ニ）その他レールと車輪の摩

リッチ材（約200kg）では無負荷と余り変らないが丸

耗による走向の不安定，鋸の仕上げ精度に起因する切

太（約600kg）においては幾分バラツキが大きくなっ

削時の座屈，横振れ等が考えられるが，非切削時では

ている，重量200kg材の場合は平均値6．30mm標準偏

あるが，イ），ロ）については1）項に於て一応検討

差0．11nlm，重量600ｋg材では平均値は6．10mmと前

した。なをニ）に関しては板厚の精度にはそう大きく

2者に比し小なる値を示すが，標準偏差は0．21mmと

表れてこないと解釈してハ）のオフセット機能の不

かなり大きな開きを示している。

安定に基く影響を取り上げて見た。その前に本試験に
使用した送材車のオフセット装置について説明する。
第３図は装置の概要であるが，車輪シャフトに取付
けられた摩擦車をライニングを取付けたスプリング機
構により摩擦させ，車輪の回転力によって，自動的に
作用させ，送材車木枠を車軸線上に横動させ，鋸断後
の後退時に鋸身より台車自体を退避させる機構であ
る。図による遊動スリーブとライニングは固定してい
るが車軸，摩擦車に対しては遊動状態にあり，又木枠
に固定したスリーブはシャフトとは勿論遊動状態にあ
る。今車輪が逆転すると固定スリーブと遊動スリーブ
の空隙（どちらか一方に偏心，即ち前進時は鋸側に間
隙があり，後退時には反対側に間隙がある。この間隙

第2図 歩出し精度（10＋2）mm

は大体15mmで車軸の1/3回転に相当する）がなくなる
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調整前と調整後の平均板厚
に及ぼす影響を調べた結果
が第４図である。これによ
れば平均坂厚（前，中，後
端，３測定値の平均）はそ
の平均値に於ては何れも
4．70mmと変らず，只板
厚の分布図での標準偏差
平面図

側面図
第3図 オ フ セ ッ ト 機 構

は調整前は0．26mm，調
整後は0．24mm，と若干小

迄は，ライニングと摩擦車の接触力のためスリップ無

さくなっているが余り変化がないようであった。これ

しに摩擦車及び車輪の回転に伴い遊動スリーブが回転

は平均板厚として３点を平均した結果，プラス，マイ

し，固定スリーブを横動させる。即ち台車自体が横動

ナスが相殺されてオフセットの影響が表面に表われな

する。然し間隙が完全になくなればそれ以上横動する

いものと考えられる。そこでオフセットの機能不安定

ことは出来ない。従ってライニングと摩擦車はスリッ

のうち，前進時最後まで十分に台車が横動しない場合

プした状態にあって車輪の回転により台車は前進を続

を想定し，挽板の最後部の測定値について，オフセッ

ける。この機構に於けるポイントはライニングと摩擦

トの影響を観察して見たのが第５図である。

車との接触力で，スプリングの働きを強くしすぎれば
接触力は強くなって間隙を埋めつくした後も尚共に回
転せんとし，車輪の回転に無理がかゝる。極端になれ
ば回転しないことになる。反対にスプリングの働きが
弱すぎれば，ライニングと摩擦車とがスリップして，
15mmの空隙を埋める時間が長くなる，即ち1/3回転で
完全に台車が前進なり退避せず，前進後退時の車輪
の回転速度に同調しない事になる。或は最後まで空隙
を埋め得ない状態も考えられる。このような不安定な
オフセットの起因はスプリングの調整以外，ライニン
グ自体の摩耗損傷がある。従って以上のオフセット機
能より見て，それが平均挽材板厚のむら，或は挽きむ
らに大きく原因することが肯ける。例えばスプリング
の弾力の狂い或はライニングの摩損のため摩擦車との
接触力低下により，挽材開始時には歩出し量（歩出し
機による歩出し量は繰出されていても，台車の横動不
十分のため）が完全に繰出されず，鋸断途中において
始めて完全な歩出し量が繰出されるか，或は最後まで
十分に繰出されない場合もありうると考えられる。前
者の場合は挽きむらとして表われ，後車の場合は厚さ
むらが加わってくる。
以上のことよりオフセットの板厚に及ぼす影響が推
察できたが、出来る限り同一条件のもとでオフセット

第4図 平均板厚に及ほすオフセットの影響（あさだ)
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第5図挽材板厚と計算板厚の関係（板の後部測定値）

この場合板厚に関係する因子は歩出し機の歩出し精

トの機能不安定の影響が少ないと見，これを測定基準

度とオフセット作動の不安定であるが，これらの結
果，歩出し機の精度はオフセット調整如何にかゝわら

したのが第６図である。これらの結果によれば，偏差

とし 後部測定厚さ一前部測定厚さ の値の変動を示

ず両者とも同様と考えられ，板厚の変動は図に見る如
くオフセット調整前に比し，調整後の変域帯は小なる

の平均値はオフセット調整前は0．31ｍｍ，調整後は

ことが明らかである。なをこの場合測定した歩出し機
の歩出し量と板厚の関係は一部を除いて大体相対的で

ｍｍから0．15ｍｍと小となる。この事はオフセットの

ある（図の計算板厚の凹凸と板厚測定値の凹凸が平行

イニングの磨耗により調子が狂い，挽材初期には歩出

している）ことが解る。

0．19ｍｍと約60％に減少し，従って標準偏差も0．24
機能より見て，調整前はスプリングの弾力の狂いやラ
し量（歩出し機による歩出し量ではなく）が完全に繰
出されず，鋸断途中において始めて十分な歩出し量が

3）挽むら，

繰出されると考えて差支えないのではなかろうか。

（後部測定
厚さ一前部

考 察

測定厚さの

以上の結果から挽板の寸法精度に及ぼす影響因子と

変域 ）

して，歩出し装置の歩出し精度，オフセットの機能が

次に板毎に３

明らかとなった。

ヶ所の厚さを測
定し，これらの

１）歩出し精度については無負荷及び軽量負荷の

測定値の差を挽

（４＋２）mmと（10＋２）mmのいづれも平均値は公

きむらと考え，

称歩出し（但し拡大目盛盤で一定位置に於て調整）よ

それのオフセッ

り大きく表われているが，標準偏差は0．11〜0．15mm

トによる精度を

と近似し，軽量負荷の影響が歩出し精度に及ぼすこ

比較検討した。

とは少ない。然し重量材（600kg）の負荷の場合は歩

オフセット装置

出し量の平均値は無負荷，軽量負荷に比し小さくなる

より考えて材の

が，標準偏差は板厚（４＋２）mmの場合２倍近くと

後部測定厚さが

なった。これは荷重が大きい場合歩出し機構のラック

比較的オフセッ

第6図 挽きむら

と，ピニオンの摩耗によるガタが大きく歩出し量に影
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響し，バラツキが大きくなるものと考えられる。但し
（10＋2）mmの場合は無負荷，負荷の標準偏差に及ぼ
す影響は余り明瞭でないがこれはラックとピニオンの
ガタが何等かの影響で相殺されるのではなかろうか。
2） 歩出し精度，オフセットの機能が挽材板厚の精
度に及ぼす影響は極めて顕著で，本試験で測定した後
部板厚のバラツキは大体，歩出し精度のバラツキと平
行的である，即ち第５図に計算板厚として描かれた
実線は，歩出し量のバラツキと同様と考えてよく，こ
の図で見る限りオフセット調整前，後共板厚の凹凸と
計算板厚の凹凸とがほぼ平行している。尚板厚の変域
はオフセット調整後は調整前の1/2以下である。叉歩出
し機の歩出し量のバラツキが板厚に及ばす影響は川西
1）

等の報告では約1/2と述べているが，これも本試験結

果より見ればオフセット調整前は30％，オフセット調

第7図 歯 振 り 精 度

整後においては70％とオフセットの機能の良否によ
り，その占める比率は変る。
3）次ぎに第６図より挽むらに及ぼすオフセット機
能良否の影響が判然とした，従って現場において挽む
らをチェックすることにより，オフセットの機能点検
の目標とし，本試験に使用した送材車のオフセット機
構では，ライニングの摩耗度或はスプリングの調整点
検は定期的に実施しなければならない。
4） 次に実際に挽材した薄板について，アサリ巾と
歩出し量より算定した計算板厚との関係を検討した。
この計算板厚とは実際の歩出し量から最大アサリ巾を
差引いた値である。第５図より見て，オフセット調整
前，後共挽板の平均値は4．7ｍｍと計算板厚の平均値

1.84ｍｍであり，又アサリ幅の2.00ｍｍより1.93ｍｍ
の範囲に全体の約70％があった。これを2）有効アサリ
が全体の20％とみて、有効アサリ巾を計算すると1．
96〜2.00ｍｍとなるが，これの平均値は1.97ｍｍ，又
鋸の振れがアサリの出の約10％と見て両側で0．1ｍ
ｍ3），有効アサリ線の最大アラサは0.17〜0.18ｍｍと
見て両側で0．35ｍｍと推定して計算すると，
測定板厚4．7mm−アラサ0．35mm．
≒歩出し量6．4mm−
（アサリ幅1．97＋鋸の振れ0．1）mm
の上式が成立する。即ち測定板厚4.7ｍｍは製材され

4.4ｍｍより大きい，計算板厚4.4ｍｍとなったのは最

た時の厚さで，然も一般にノギスでアラサの高い山を

大アサリ巾2．0ｍｍより計算した値で挽材時の歩出し

測定していることになるので，この量を測定板厚より

量は6．4ｍｍ平均であったことになる。ここで歩出し

差引いたのが，鋸断時アサリの切尖によって形成され

量の平均が6．4ｍｍであったのに実際挽材された板厚

る挽肌プロフィールの谷底に当たり，この量が歩出し

が平均4．7ｍｍとなった点につき検討する時，帯鋸の

量より鋸のアサリ幅と鋸断時歯先の横振れ量を差引い

有効アサリ巾，ダイヤルキヤリパー測定時の測定点の

た値に合致すると考えてよいのではなかろうか。以上

挽材面のアラサ，鋸の切削時の振れ，測定誤差等の因

より6．4ｍｍ平均の歩出し量で挽き材した結果挽板の

子が考えられる。
第７図には本試験に用いた鋸のアサリ精度を示した

厚さの平均が4．7ｍｍになったことが理解できる。次
ぎに公称板厚4．0ｍｍを要求された場合いくらの歩出

が，20Ｂ.Ｗ.Ｇ.の帯鋸でアサリ巾の平均値1．94ｍｍ， し量にすれば適当であるかを検討すると，先づ平均板
際準偏差0．03ｍｍで最大アサリ幅2．00ｍｍ，最小

厚の偏差，挽きむらが問題となる。この平均板厚のバ
ラツキは本試験結果より，第５図の如くオフセット
の調整により最小限に抑制出来ると見てその偏差は
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±0．35mmであった。又挽きむら即ち板の（後端−前
端）の量は第６図よりみて，オフセットの調整後にお

一般材に比べ，特に強く要望されると思う。
従って実際の製材に当っては現在ある機械の寸法精

いてもその偏差は±0．6mmとなる。それでこの両者

度に及ぼす槻械的因子としての歩出し機の精度，オフ

のバラツキの最大量が遇然に重なったとすれば±0.95

セットの安定性については予め検討しておく必要があ

mmとなるが，一般には次式により算出する。

る。
本試験はこのような意味から実施したのであるが、
薄板の幅狭い化粧板を自動送材車で挽材する場合，特

計論によれば95％以上が変域の中央2/3の範囲に含まれ

に歩出し機の精度と当場の送材車の如きオフセット機

るので，実際上これの変域は±0．46mmと考えてよい

構ではその安定性が挽材された板厚のむら，挽きむら

（但しこの場合の測定板厚においては歩入れはとも角

に大きく影響することがわかった。そこで現状の機械

として，歩切れが問題となるのでプラスの方は考えな

を使って一定寸法の薄板を生産するに当り，なるべく

くてよい）。これに鋸歯の振れ，アサリの大きさ，挽

歩切れがなく，しかもより高い歩止りを目標とした場

肌のアラサを加味して歩出し量（ｘ）を計算すると次

合，歩出し量をいくらにすればよいかの指標を得たの
であるが，このことは送材車の新旧の程度，型式によ

の如くなる。
4．0−0．35 ＝ ｘ −（1．97＋0．1＋0．46）
ｘ ≒ 6．20（mm）
即ち機械の調整を十分にした挽材条件においても歩出
し量（平均歩出し量）は6．20mmとする必要がある。

り多少の相異はあるが，民間で一般的に使用している
自動送材車にも適用出来ると考える。
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